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商品名 一般 会員 S.I.

1 ＤＶＤ キッドビクス・ダンス検定プログラムガイド<検定受講者用テキスト＆実技DVDセット> \2,160 \2,160 \2,160

2 ＤＶＤ エアロビクス・ダンス検定プログラムガイド<検定受講者用テキスト＆実技DVDセット> \2,160 \2,160 \2,160

3 ＤＶＤ ヒップホップ・ダンス検定プログラムガイド<検定受講者用テキスト＆実技DVDセット> \2,160 \2,160 \2,160

一般 会員＜10％OFF＞ S.I.＜20％OFF＞

4 ＤＶＤ キンダーキッドビクス　　　　 \3,456 \3,110 \2,764

5 ＣＤ キンダーキッドビクス　　　 \3,024 \2,721 \2,420

6 ビデオ Mammy＆Ｋｉｄｄｙ　ママと赤ちゃんのためのエクササイズ \2,800 \2,520 \2,240

7 ビデオ Senior＆Kids　おじいちゃん・おばあちゃんとのエクササイズ \2,800 \2,520 \2,240

8 ＤＶＤ ジュニアのための運動プログラムⅠ競技エアロビクス \3,780 \3,402 \3,024

9 ＤＶＤ ジュニアのための運動プログラムⅡヒップホップ \3,780 \3,402 \3,024

10 ＤＶＤ ジュニアのための運動プログラムⅢプレイフィットネス \3,780 \3,402 \3,024

11 CD ジュニアのための運動プログラムⅠ競技エアロビクス \1,620 \1,458 \1,296

12 CD ジュニアのための運動プログラムⅡヒップホップ \1,620 \1,458 \1,296

13 CD ジュニアのための運動プログラムⅢプレイフィットネス \1,620 \1,458 \1,296

14 ＤＶＤ こどもフィット＆ダンス　Ⅰママといっしょ \3,456 \3,110 \2,764

15 ＤＶＤ こどもフィット＆ダンス　Ⅱ道具を使って \3,456 \3,110 \2,764

16 ＤＶＤ こどもフィット＆ダンス　Ⅲキッズダンス \3,456 \3,110 \2,764

17 CD こどもフィット＆ダンス \2,592 \2,332 \2,073

18 CD HAPPYこどもFunFunFunk \2,160 \1,944 \1,728

19 アイテム 子どもがしっかり強くなるキッドビクス本 \1,620 \1,458 \1,296

20 アイテム 全国こどもチャレンジカップ大会ルールブック \2,160 \1,944 \1,728

21 アイテム パラシュート２０F（SPマーク入り） \28,000 \25,200 \22,400

22 アイテム パラシュート１２F（SPマーク入り） \15,000 \13,500 \12,000

23 アイテム オリジナル風船（２０個入り）≪SPマーク・○△□マーク≫ \648 \583 \518

24 アイテム ＳＰシール　（１シート８４枚） \216 \194 \172

25 アイテム ＨＡＰＰＹアワードカード（１枚） \108 \97 \86

26 アイテム フープ＜直径６０㎝　５本組＞　（５色）　　　　　　　 \4,752 \4,276 \3,801

27 アイテム フープ＜直径８０㎝　５本組＞　（５色）　　　　　　　 \6,264 \5,637 \5,011

一般 会員＜20％OFF＞ S.I.＜30％OFF＞

28 アイテム オリジナルソフトジム（ＳＰマーク入り）＜オレンジ＞ \1,296 \1,036 \907

29 アイテム CC指定ボール（CCマーク入り）＜ブルー＞ \1,296 \1,036 \907

30 アイテム ソフトジム＜レッド・イエロー・ブルー・グリーン＞ \1,296 \1,036 \907

31 アイテム ＯＰＰＹ5＜直径５０㎝・こども用・イエロー＞ \5,184 \4,147 \3,628

32 アイテム ＯＰＰＹ6＜直径６０㎝・大人用・レッド＞ \6,264 \5,011 \4,384

33 アイテム ハンドポンプ \1,620 \1,296 \1,134

34 アイテム イージーグリップ＜６個入り＞ \7,020 \5,616 \4,914

35 アイテム ギムニク＜直径４５㎝・イエロー＞☆ \4,860 \3,888 \3,402

36 アイテム ギムニク＜直径５５㎝・レッド＞☆ \5,940 \4,752 \4,158

37 アイテム ギムニク＜直径６５㎝・ブルー＞☆ \7,020 \5,616 \4,914

38 アイテム ギムニクPlus＜直径５５㎝・グリーン･レッド＞☆ \5,940 \4,752 \4,158

39 アイテム ギムニクPlus＜直径６５㎝・ブルー･イエロー・グリーン･ブラック＞☆ \7,020 \5,616 \4,914

40 アイテム ギムニクPlus＜直径７５㎝・イエロー・グリーン＞☆ \8,100 \6,480 \5,670

41 アイテム ディスコシット＜パープル・ブルー＞ \6,480 \5,184 \4,536

42 アイテム ジフィ＜イエロ－＞ \7,560 \6,048 \5,292

43 アイテム ロディMAX＜オレンジ＞ \12,960 \10,368 \9,072

一般 会員 S.I.

44 アイテム フープブーンα　　　　<※種類はお問い合わせ下さい> \6,264 \5,637 \5,637

45 アイテム フープブーンα　　　　<※種類はお問い合わせ下さい> \4,320 \4,320 \4,320

46 アイテム ダブルアクションポンプ \4,104 \4,104 \4,104

47 アイテム ロディ＜レッド・イエロ－･ブルー他＞お問合せください \7,560 \6,804 \6,048
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